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平成28年度 芸術コース進路報告 

芸術コースから国公立系大学・短大 ３名！ 

国立大学 
秋田公立美術大学 美術学部 美術学科 
広島市立大学 芸術学部 デザイン工芸学科 

私立大学 
大阪芸術大学 芸術学部 映像学科 
九州産業大学 芸術学部 芸術表現学科 
九州女子大学 人間科学部 人間発達学科 
西日本工業大学 デザイン学部 情報デザイン学科 
西南学院大学 文学部 外国語学科 
九州産業大学 国際文化学部 臨床心理学科 

短期大学 
大分県立芸術文化短期大学 美術科 
九州産業大学造形短期大学部 造形芸術学科 
東筑紫短期大学 保育 
東筑紫短期大学学科 食物栄養学科 
福岡女子短期大学 文化コミュニケーション学科 

専門学校 
大阪市立デザイン教育研究所 デザイン 
九州デザイナー学院 総合デザイン 
福岡デザイン専門学校 高度総合デザイン 
麻生情報ビジネス専門学校 CGデザイン科 
麻生情報ビジネス専門学校 ゲームクリエイター 
麻生建築＆デザイン専門学校 工業専門課程 ビジュアルデザイン 
総合学園ヒューマンアカデミー マンガイラスト 
香蘭ファッションデザイン専門学校 ファッションデザイン 
北九州看護大学校 看護 
福岡水巻看護助産学校 看護 
美萩野保健衛生学院 歯科衛生士 
博多メディカル専門学校 歯科技工士 
北九州市立高等理容美容学校 美容科 

就職 

宗教法人 宗像大社 
株式会社 はとバス 
有限会社 双葉屋旗店 
有限会社 博多蜂楽饅頭 黒崎井筒屋 
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第６０回全国学芸サイエンスコンクール  

第55回北九州芸術祭総合美術展 

第２回 日学・黒板アート甲子園 

教員の異動・講師招聘のおしらせ 

■絵画部門 

■彫刻部門 

■書道部門 

日学特別賞 受賞 

入選 

 

 

  

 入選４位 

 入選９位 

 入選６位 

 入選10位 

 入選12位 

60回記念 学校特別功労賞  受賞！ 

毎日新聞社賞 

 本校芸術科美術教諭として三年間指導にあたった宮野英治先生が田川科学技術高等学校

へ転任されることとなりました。新たに三人の先生方を迎え、さらにコース後援会のご助力もあり

本年から工芸部門に専門講師を三名お迎えすることとなりました。 

福岡県立八幡中央高等学校 芸術コース通信 

作品名 
『Flower Whale ～ビッグになれよ～』 

卒業する先輩にビッグになって活躍し
てほしいという思いを込めて制作させ
ていただきました。クジラの花が四季
折々なのは３年生になってから卒業
するまでの一年間を表現しているため
です。 

三年 北山 姫夢 （尾倉中） 
三年 安部 茜   （香月中） 
三年 片山 結喜 （菊陵中） 

制作者コメント 

書道 
パフォーマンス 

甲子園 
本選  平成29年８月６日(日)開催 
於：伊予三島運動公園体育館(愛媛県) 

■転任     宮野英治先生(主任)  奥島麻子先生(非常勤) 

■新任     城英巳先生  新谷幸子先生  椛田亮先生(常勤講師) 

■専門講師   陶芸家 友枝觀水先生 

           染色家 江藤眞理子先生 

           彫刻家 亀川豊未先生 

■陶芸部門 
入選   三年 高 桃寧     (枝光台中) 

 

 

 

二年 本田 尚佳   (熊西中) 

二年 安部 茜    (香月中) 

二年 茅島 菜美   (千代中) 

二年 濱田 優海   (遠賀中) 

二年 小野 伊織   (上津役中) 

シリーズ 

活躍する先輩 

下村美波さんは、『 藤見よいこ 』として2014年実業之日
本社「ふたりじめ 戦国夫婦物語」で商業デビュー。続刊「ふ
たりごと」、LINEマンガ「ないしょはまつげ」を経て、現在は小
学館、月刊!スピリッツで「だんだん街の徳馬と嫁」連載中。 

11期生   
 漫画家  下村 美波 先輩 （霧丘中学校出身） 

No.29 

高校ではデザイン部門で頑張っていました。 
デザイン部は締め切りもタイトで大変でしたが、 
当時の経験は確実に今の漫画家生活の礎になって 
いると思います。8月に単行本1集がでるぞ！！ 

みんな買ってくれよな！！ 

芸術祭大賞  

 二年 池田 舞姫  (水巻南中)  

芸術祭準大賞 

 三年 古賀 遥香  (上津役中) 
 二年 藤尾 実咲  (洞北中) 
 

第５５回記念賞 

 三年 稲美 光乃  (若松中) 
 三年 谷石 奨磨  (上津役中) 

特選 

 三年 田淵 成美  (二島中) 
 二年 芦澤 萌恵  (水巻南中) 
 二年 工藤 愛実  (洞北中) 
 二年 鈴木 麻衣  (水巻南中) 
 三年 今泉 佑季子 (則松中) 
 

 ９校から２校が本選に出場できる九州ブロック予選審査において、
本校は１位通過することができました。全国から予選を勝ち抜いた２１
校が参加する八月の本選に向けて、さらに練習を重ねていきます！ 

続報は次号で 
お知らせします 

北九州文化連盟賞  三年 安部 茜  (香月中) 

三年 井上  茜     (足立中)     三年 片山 結喜    (菊陵中) 
三年 熊谷 千波耶 (菊陵中)     三年 小林 美夢    (水巻中) 
三年 深見 祐生    (高須中)     二年 増永 一輝    (篠崎中) 
二年 吉富 日向太 (東郷中)     二年 宇土 明梨    (南曽根中) 
二年 小原 亜実    (槻田中)     二年 酒井 栞名    (高生中) 
二年 田代 七海    (花尾中)     二年 藤田 優奈    (広徳中) 
二年 本田 尚佳    (熊西中)     二年 吉村 二千夏 (高生中) 

■染織部門 

新人賞 

入選 三年 大久保 未来  (沖田中) 
三年 橋村 英弥     (浅川中) 
二年 石本 杏        (中央中) 

二年  是木 麻希   (高見中) 

三年 西川 優希   (枝光台中) 

奨励賞 三年 菊竹 茉由    (思永中) 

入選 三年 國房 潤      (篠崎中) 
三年 小川 愛永   (日新館中) 

高校生科学技術コンテスト 
ファーストステージ 
ポスター原画 採用！ 

平成29年度福岡県 
高等学校総合体育大会 
大会ポスター図案採用！ 

ポスター原画 

 三年 福永 栞柚 

(木屋瀬中) 

大会ポスター図案 

 三年 國房 潤 

(篠崎中) 

▲三年 安部さんの作品 

▲二年 是木さんの作品 ▲三年 國房さんの作品 

▲三年 蒲生さんの作品 

▲二年 池田さんと作品 ▲三年 古賀さんと作品 ▲二年 藤尾さんと作品 

本選出場決定！ 

北九州文化連盟、毎日新聞社 主催 

旺文社主催／内閣府・文部科学省・環境省後援 

日本芸術院長賞 三年 蒲生 ほのか  (直方三中) 

福岡県立八幡中央高等学校 芸術コース 

http://yahatachuo.fku.ed.jp 

絵画部門 


